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平成 13 年度 第３回合流式下水道改善対策検討委員会 議事録 

日時：平成 13 年 11 月９日（金）14:30～16:30 

場所：（社）日本下水道協会 第一会議室 

 

出席者 

 委員長  東洋大学国際地域学部教授             松尾 友矩 

 委 員  独立行政法人産業技術総合研究所環境管理研究部門    

            域間環境評価研究グループ主任研究員  石川 公敏 

委 員  摂南大学工学部経営工学科教授           金子 光美 

委 員  山口大学名誉教授                 中西  弘 

 委 員  国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長  中村 栄一 

 委 員  東京都下水道局計画調整部長            大矢 爽治 

 委 員  川崎市建設局理事・下水道建設部長         曾根 庸夫 

 委 員  大津市河川下水道部次長              山西  徹 

 特別委員 環境省水環境部水環境管理課長           仁井 正夫 

 特別委員 海上保安庁警備救難部環境防災課        濱田対策官（代理出席） 

 特別委員 東京都環境局環境改善部参事            小島 高志 

 事務局  国土交通省都市・地域整備局下水道部 

 事務局  （財）下水道新技術推進機構 

 

１．開会挨拶 宮原研究第１部長 

２．資料確認 宮原研究第１部長 

３．議事 

 

議事に対して、Q は質問、A は解答、C は意見である。 

 

１）前回議事録の確認 

２）合流式下水道の実態調査結果について 

・今回のモニタリングに関する調査について、主な意見は以下の通りである。 

 

Q：越流水が希釈されて影響が少なくなる方向なのか、後半でも問題があるのか。 

A：データとして数が少なく、今回の調査結果から、明確な差異は言及できない。しかしな

がら、東京都の調査結果からは希釈の効果は小さい状況となっている。また、雨の傾向

などの分析も必要である。 

 

Q：東京都の調査結果で希釈の効果が少ないのはポンプ場の特徴が出ていると考えられるの

資料 １ 
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か。 

A：雨水吐き室を対象とした名古屋の事例と比較して見ると、越流水や放流先の BOD,SS

などの調査結果からポンプ場の特徴と考えられる点も見られる。 

 

Q：河川の場合、「流況」や「比較的長い時間」等のオーダー（具体的な数値）はどれくら

いなのか。 

A：大腸菌については、海域や感潮域等では、降雨終了２４時間後でも晴天時のレベルに戻

らないという結果と、今回の調査では２日後でも戻らないというケースも得られている。 

 

Q：大腸菌などは対数で表示しているが、そのままの値で見れば、かなり希釈効果が見られ

るのではないか。 

A：もう少し時間を掛けて分析を行いたい。 

 

Q：水温は調査しているのか。 

A：採水時に合わせて計っている。 

 

Q：冬場と夏場では大腸菌の下がっていく傾向が違うのではないか。 

A：冬に調査を行っていないのが実情である。また環境基準点の水質調査結果と比較しても、

明確な違いは判らない状況である。 

 

C：大腸菌群数は BOD が高いと増える場合もあるため、調査時のように BOD が高い時の

挙動は気になる点である。 

 

C：資料２の CSO の水質特性では、場所によってはファーストフラッシュが見られない場

合もある事を明確に記述した方がよいと考えられる（大阪市のマンホール泥溜ピットの

例もある）。また、箱崎ポンプ所のように希釈が期待できない場合もあり、書きぶりを工

夫した方がよい。 

 

Q：越流水の状況は場所の特性に依存すると考えられるため、河川、海域という放流先によ

る違い等の区分だけではなく、CSO 側の地域特性の違いも考慮したマトリックス形式で

まとめた方が理解しやすい。 

A：データが得られれば、まとめていきたい。 

 

C：濃度だけでなく大腸菌の絶対値（負荷量）の変動がどのようになるのかを調べられれば、

もう少し分かりやすくなる。 
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C：濃度ではなく負荷量の面から見るのも一つの方法である。貴重なデータであるため、デ

ータを活かすようにまとめを工夫する（雨と流出負荷量、濃度と負荷量など）必要があ

る。また、雨がある値を超えると道路にあったものが下水道に入ってくるなどいろいろ

なケースを想定した上で検討する。 

 

C：調査結果の記述で、気温、風など様々な地域的条件があるため、断定的な表現は避ける

べきであり、書き方を検討して頂きたい（２日後には晴天時の状態に戻らなかったなど）。 

 

Q：大腸菌が水域で増殖する観測データは一般的なものとしてあるのか。 

A：文献はある。 

 

Q：冬期の調査は行わないのか。 

A：行わない方向である。 

 

３）合流式下水道改善対策の当面の目標について 

・当面の目標について、主な意見は以下の通りである。 

 

Q：分流並みの定義は何か。 

A：合流区域を分流式に置き換えた場合は、汚水は全て高級処理され、放流される。また、

雨水は分流式雨水の水質は過去の調査結果により平均水質約 20mg/lで放流される仮定の

基に削減負荷量を算出し、合流式区域で同じレベルにできる対策レベルを想定し検討し

た。 

 

Q：簡易シミュレーションについて、図１は１ポイントが１都市なのか。 

A：１ポイントは１処理区として図示している。現況の遮集雨水量を基に越流回数、越流時

間を簡易シミュレーションにより算出した結果をプロットしたものである。 

 

Q：吐き口毎でシミュレーションを行う必要があるのではないか。 

A：今回のシミュレーションでは１処理区単位で検討している。それぞれの処理区には、多

数吐き口がある場合があり、厳密なシミュレーションとなっていないが、それぞれの処

理区の平均的な現象を抑えている程度の精度である。 

 

Q：越流回数１００回以上と言うのは、ほとんどの雨で越流が生じている計算になっている

のか。 

A：降雨回数にもばらつきはあるが、平均降雨回数 130 回に対して、越流回数の平均は 60

～80 回と考えれ、降雨に対する越流頻度はかなり高いものと考えられる。 
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Q：東京都の実態はどうか。 

A：現在調査を行っている所であり、自然吐き、ポンプ場で流域の大きさが違うので一概に

は言えないが、ポンプ場の実績では、年間１００回前後の降雨で、３０～４０回程度放

流している。また、自然吐き口については、調査中であり不明である。 

 

C：他都市と比べ、東京のような大都市では単位汚水量も大きく、また、路面などからの汚

濁負荷も大きいため、分流式並み 90％以上の削減率は期待できないのではないかと考え

られる。 

 

Q：図１にモニタリングを行った各都市の実例をプロットすると実態と全体のイメージを理

解しやすい。 

A：ポンプ場の越流回数については、アンケート調査から 60 回以上というポンプ場は半分

以上となっており、シミュレーション結果と概ね対応していると考えられる。自然吐き

については、実際に観測したデータがほとんどなく、シミュレーションによらざるを得

ない状況である。 

 

Q：全都市を対象とした簡易シミュレーションの結果とアンケートで得られたポンプ場の実

態との関係が相対的に分かるようにプロットした資料となっていれば論議しやすい。理

解しやすさの程度を増すための資料作成をして頂くとありがたい。 

A：整理して次回資料で提示したい。 

 

Q：当面の対策目標について、公衆衛生の部分で残留塩素による放流先の生物への影響へ注

意が必要と記述されているが（資料 3-4）、事例として、放流先へのインパクトがどの程

度なのか海外の事例や文献などの調査を行ったのか。また、放流先の生態系への影響は

言葉としては簡単であるが、濃度、拡散、吐き口直下や下流側などの問題など、短期的、

長期的な様々な問題があり、現在の知見や今後の方針について教えて頂きたい。 

A：残留塩素の問題は十分な文献調査も出来ていない状況であり、次回委員会に向けて調査

を行う方針である。晴天時の例として、下水処理場の放流水が生物への影響が考えられ

るとして、塩素消毒以外に紫外線やオゾン消毒を行っている事例もある。雨天時は国内

での実施例は少ないが、大牟田市で海苔養殖の関係でオゾン消毒を導入し、雨天時のオ

ゾン消毒の実験を行っており、次回委員会で事例を紹介する。 

 

C：塩素消毒には塩素化合物の生成などの問題もあるため、消毒方法はどのような方法が最

適か長期的な視点から十分に（代替案を含め）調査検討する必要がある。 
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Q：川崎市の事例はどうか。 

A：川崎市では海域へ放流するポンプ場に滞水池を設置し、塩素消毒を行っている。１箇所

のポンプ場でモニタリング調査を行っており、大腸菌はほとんど死滅する結果が得られ

ている。海域については水利用がほとんど無いため大きな問題はないと考えられるが、

多摩川、鶴見川などの吐き口については、現在研究中である。 

 

C：大腸菌関係の問題として、公衆衛生の（安全の）確保としては塩素消毒を行った方が良

い。3,000 個/ml は、排水基準の関係で法的な根拠から今回この値を採用するしかないと

考えられるが、長期的な視点で更に安全にするのであれば基準から見直す必要がある。

また、公衆衛生の安全の面から分流式の雨水についても消毒した方が良いと考えている。

塩素以外の方が生態系には良いが、定量的な評価は文献などでも出来ていない状況であ

る。自然生態系と人間の病気のどちらを取るのかの選択の問題もある。モニタリングに

ついては法令に定められているものだけでなく、公衆衛生上の安全性への対応をどのよ

うに盛り込むのか、項目の検討、方法など検討していく必要がある。消毒は出来れば紫

外線、オゾンなどが生態系にはいいが、コスト的な面から、現況では塩素にならざるを

得ないと思われる。また、神戸の事例として、震災の時に下水に直接（多量の）塩素を

注入したが、放流先に対する影響はないとの報告も出されており、環境サイドも心配し

ていなかった例がある。 

 

C：管理目標として大腸菌 3,000 個/ml 以下であるが、多くの河川において環境基準はクリ

アーしていない状況であり、全国的に見てこの目標ではアウトである。下水の糞便性大

腸菌の由来は屎尿関連は 1010 個／人・日（家畜は 1011 個／頭・日のオーダー）であり、

消毒をどのポイントで行うのが効果的なのかを検討する必要がある。徳山湾の例として、

原料の海水から臭素を取り出すために塩素を 30mg／l 程度注入している工場排水の例が

あり、その排水の放流後の状況は、検討に値するのではないでしょうか。 

【その後、当該工場に問合せた結果、注入塩素の大部分は臭素と置換して（NaBr が NaCl

に置換）残留塩素 0.1～0.2mg／l の排水（240 万 m3／日）が海域に放流されているとい

うことであった。】 

 

C：3-1 の対策の考え方で自然吐き口の現況（何回越流しているのか）を把握する事と対策

の効果を把握することが重要で、情報開示を原則として盛り込む必要がある。目標とし

て当面のみでなく分流並の先（長期）を見越した対策目標も必要であり、ない場合は都

市が動きにくいと考えられる。モニタリングも全吐き口を対象とするのは非現実的なの

で、対象などを整理して示す必要がある。負荷削減は BOD のみの議論では不十分であり、

閉鎖性水域も考え、N,P や場合によっては COD についても検討が必要と考えられる。4-1

の当面の目標は年間負荷削減を 90％以上と言った指標ではなく、もっと分かりやすい指
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標、フォロー出来る指標として欲しい。公衆衛生の確保で 30 回の意味は絶対値なのか、

長期的な目標の中の中間的な値（１０年後に半減）なのか示す必要がある。絶対値であ

る場合は現況とのフィッティングを十分に行う必要がある。消毒は人間に係わるのか、

生き物に係わるのかで重要度が違ってくる。 

 

C：消毒は以前から議論されて来ており、住宅地が水没したらやるべきだが、全てを消毒し

て無菌状態にする必要はなく、それよりも長期的に下水から放流される量を減らすべき

である。全て下水道が引き受けて越流する量を減らすのでなく、情報開示して他事業に

も協力を求めることも必要である。何でも下水道でやるべきではなく、できるところは

貯留など流出抑制して雨水流入量を減らすべきである。 

 

C：事故（事件）が突発的に発生した際にどう考えるのか、割り切れるかにかかっている。

日本では疫学的な調査を行っていないため、滅多に起きないことのリスクを認めるかど

うかの問題である。クリプトやサイクロスポーラなど今まで問題にならなかった微生物

の問題も出てきているため、水経由の感染症は厳しくしておいた方がよいと考えられる。 

 

C：水道でもそうだが、科学的レベル（知見）が上がれば上がるほど安全では無くなってい

く。前向きに考えていく必要はあるが、何でも下水道で責任を持つべきか、水道との関

連（何でも流す）から、下水道の本質を考えていく必要がある。 

 

C：都市に降った雨をどうするのかに絞って考えていくべきであり、旧来、雨の対処は下水

で行ってきたており、全ての水を集めようとしたため、このような問題が発生している。

高速道路でもやっているように浸透施設、浸透性舗装など流域で流出量を減らす考え方

が必要である。消毒に対しては水道水源、海水浴場など場所に応じた対策を行い、全部

消毒する必要はない。基本的には越流回数、負荷量を削減する事を目標とする。雨の問

題に限って考えるべきであり、大腸菌・クリプト等リスクの問題はあるが、急にあわて

て全部対応する必要はない。 

 

C：議論した部分、していない部分が不明確になっている。観点はいいが、公衆衛生の安全

の確保は場所によっても異なる。考え方は同じでも全国一律の基準ではなく、個々の事

例に合わせて案を作るのも一つの方法である。事例（大きな問題）によって違いが分か

る報告書にする。 

 

C：雨の捉え方や大腸菌の問題は人によって考え方が違っている。行政サイドだけでなく住

民との連携も必要であり場所によってこういう問題があるなど、インターネットのパブ

リックコメントや新聞により国の考え方をオープンにすべきである。対策が 1mm/hr 遮



 - 7 -

集＋4mm 貯留では、いたる所に滞水池が出来てしまう事になり、分流並みが分かるよう

に記述すべきである。また、雨の捉え方や越流回数の定義も明確にする必要がある。 

 

C：様々な関係があるので、関係機関との連携については、具体的に場を作る必要がある。

下水道管理者として、意見を聞くだけでなく、役割分担（どこまでやらせるか）も議論

する場を設定すべきである。 

 

C：大腸菌 3,000 個/ml は最低限の処理レベルであり、重要影響水域はそれ以下とするべき

である。もっと安全にするため、お互いに連携を取り、例えば水道水中に炭疸菌が発生

した後の処理の問題なども議論する必要がある。 

 

C：今回の提案は、ややテクニカルな色合いが強いが、下水道でやらなければならないこと

に代わりはない。また、もう少しソフト面（対策）を含めた内容として整理すべきでは

ないか。海域等の大腸菌の挙動に関しては、東北大の大村先生が研究されており、参考

にお聞きすると良いのではないか。 

 

 

C：モニタリングは地域的な条件があるので、今回全国を対象に統一的に初めて基礎的デー

タを取った。越流水（これまでに調査はある）以外に放流水（放流先の水質）と下流域

の影響等を取ったもので初めてである。 

C：一般的な分流式並を目指すべきであり、どういう対応が良いか、Ｂ／Ｃから、概ね 1mm

遮集+4mm 貯留が一つの目標である。 

C：雨水対策は長期的なことである。ＣＳＯが現実的に対応する問題である。 

C：次回の委員会では具体的な案を提示する。 

 

４）今後の予定について 

当初４回の委員会予定を５回とし、年内のもう一度開催する方向で検討している。 

 

以上 


